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日本の初期社会主義 (3)

佐 々木敏

前回論じ残した日清戦争から社会主義研究会発足までの時期の社会問題論・社会

主義論を， w国民之友II W六合雑誌、II W労働世界』という当時の啓蒙的役割をはた

した三雑誌を比較しながらみておこう。ユニテリアン系のキリスト教社会主義者を

中心として社会主義研究会が発足したあとは，もはや初期ではなし本格的宣伝と

研白究の時代，そして実践の時代を迎えることになる O なぜなら近代的労働組合の運

動と社会主義が結合する時期に入るからである。

(3) 日清戦争期の社会主義・社会問題論

明治26年の『国民之友』には社会問題を論じた社説は一つもない。特別寄書のな

かで見逃しえないのは197号 <7・23>の酒井雄三郎「社会問題と近世文明との関繋

に就きて」のみである。これは前年11月に結成された「社会問題研究会」の宣言と

もいうべきものであり，研究会そのものは白然消滅の運命をたどったが，研究会の

主趣と傾向，酒井自身の社会問題観をうかがえる興味深いものである。酒井は，社

会問題とは別名労働問題といわれるものであり， I専ら経済上に於ける富の分配の

不平等に流るる弊害を防ぎ，貧富の間に甚しき懸隔を生ずる禍害を防ぎ，以て多数

労働者の窮苦を救済し，その権利を扶立するの方案を求むるの義Jであるとし，社

会問題の発生は近代的工業の発達，資本家聞の競争と利潤追求の必然的所産である

と論じているつまた資本主義社会の法律上・政治上の権利の平等の欺鮪性を問題に

し， I職工は資本主に対し，果して平等の権利を以て，その作業を規定することを

得るかっ小作人は地主に対し，果して平等の権利を以て，その契約を締結すること

を得るか」と論じ，社会問題の解決は「多数の勢力を正当に扶立」することにある

と論じている。しかしそのほかには明治26年の『国民之友』では海外思潮欄と時事

欄に若干の社会問題関係の記事があるのみである。 208号(10・23)時事欄「社会

問題」では，第5帝国議会を前にして「議会に提出する各党の議案未だーの社会問

題を見ず，社会問題は到る所に存す。只之をj甫猟するの人なきなり」と政府や政党

への失望を表明しているのみである。

* ささき としじ 山宣資料研究室室長
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明治27年にも『国民之友』は社説では一度も社会問題をとりあげていない。特別

寄書でも社会問題をとりあげたものは酒井の「社会問題の真相J (217号"，，221号〉

のみである。海外思潮欄，時事欄で社会問題をとりあげてはいるが，それも日清戦

争までであって， 232号 (9・13)以降は社会問題に関する記事はまったく消えてし

まう。この年唯一の論説である酒井の「社会問題の真相」は，ベルギーの経済学者

ラグレーの『社会主義の進歩』にもとづいて書かれたもので，社会主義に民主社会

主義(革命社会主義)， 講壇社会主義，国家社会主義，基督教社会主義の区別があ

ることを指摘し，さらに無政府主義にもふれ，社会主義に共通する特性を論じてい

る。また社会主義発達の原因としては，基本的にはその原因は社会改善の希望にあ

るとし，具体的には(1)基督教の感化， (2)近世社会の憲法， (3)生産法の変更をあげ，

さらに資本主義社会における労資の対立と賃金問題，同盟罷工を論じ，マルクスの

創立した万国労働者協会，独逸社会党にふれ，社会党の主張そのものを分析してい

る。時事欄では， 216号 (2・3)i大寒中裸体の人民あり」で都下10万の貧民の苦境

を訴え， iストライキ」では大阪天満紡績会社の同盟罷工を紹介し， 219号 (3・3)
「将来の社会問題」では「未だ 1人の社会主義を実行せんとするものあらず，未だ

1人の社会主義に熱心なるものあらず，然れども社会主義を世間に紹介するものに

至りては日に益々多きを加ふ」とのべ w六合雑誌』第 158号の小野英二郎の「社

会問題の将来」で社会主義が肯定的に紹介されていることをあげ i吾人は社会主

義の斯くの如く紹介せらるるを以て社会進歩のー現象として之を喜ばざるを得ず」

と論じている。 220号 (3・13) i社会問題とは何ぞ」では i今や欧米列国一方に

は社会党なるものを退治すと量産も，一国として社会的立法を実際の上に示さざるは

なし。社会主義は己に事実也。問題にあらず。今に於て猶ほ社会問題と云ふは，己

に遅しと知らず耶。社会的立法の時代なりと知らず耳目Jと論じている。 さらに227

号 (5・23)の「社会問題と基督教会」では w六合雑誌』はじめキリスト教主義

の諸雑誌が社会問題，社会主義を論ずるようになってきたことにふれ， i語を諸君

に寄す，事を為す多言に在らず，力行如何と顧るべきのみ」と評している。しかし

『国民之友』そのものは，酒井雄三郎の特別寄書が一貫して労働者の権利を主体と

して，労働組合の必要性，同盟罷工権の是認，社会党の運動の紹介をしているのに

比べて，時事欄記者の姿勢はむしろ社会的立法による労資の対立の激化の防止にあ

った。いいかえれば『国民之友』記者の姿勢は，労資問題の円満な解決のうえにわ

が国の産業の健全な発展を考えようという姿勢であり，労働者自身の権利問題とい

う観点はほとんどみられない。このため，日清戦争直前より社会問題に一切ふれな

いようになる。 242号 (12・23)時事欄「工女来らず」では， i豊年のため乎，伯兄

兵役に赴きし為め乎，諸所の製造所工女の乏しきに苦しむ」と企業側の悩みを代弁
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し，翌明治28年に入つての243号 (1・3)の特別寄書「戦勝後国民経済上の注意J

では，資本の増殖，天然力の利用の増大，労働力の効果の増大を論じている。そし

てこの傾向はやがて 299号 (29・6・6)の社説「富の勢力」に代表的にみられるよ

うに i吾人の今日，我邦に於ては，富勢力を増長するを以て，最も国家利益ある

事なり」と実業家・資本家の利益を代弁する立場へと進むのである。

『国民之友』に社会問題や社会主義に関する論説や記事が再びあらわれるのは，

すでに講和談判が開始された明治28年3月23日の 248号の安部磯雄の特別寄書「欧

米に於ける社会問題」以降のことである。

(4) Ii六合雑誌』と『国民之友』

『六合雑誌』は明治26年に入ると家永豊吉「近代独仏に於ける社会論の沿革」を

145・6・8・9号 (1・2・4・5)にのせている。これは近来職工が組合をつくり賃銀

の値上げを要求するにいたっていることをとりあげ i誰か我邦に社会問題研究の

機尚熟せずとする者あらんや，此時に当りて為政家と政論家との別なく有も公福増

進に意ある者は決して冷々視す可らざるものあり，既に労働問題に関しては1.2の著

書記述あり或は東洋自由党の日本労働協会を組織して貧民救済の実施を期すと公言

するあり」と我国の状況を論じながら，社会問題の解決法として泰西の社会論を紹

介している。家永の姿勢は「世人動もすれば社会論の何たるを研めず或は之を研む

るも其要領を得ずH ・H ・妄言を這ふして以て誕れるものあり」と評しながら，サン・

シモン，フヮリェーからマルクスにいたる思想を紹介している。この論説の特徴は

簡単ではあるが史的唯物論と価値論の説明をしていることである。そこでは「労働

なるものも使用上並に交換上の価格を有すれども，資本家の労働者に酬ゆる所のも

のは使用上の価格にあらずして交換上の価格なることを知らば，方今の資本家が如

何に労働者を剥奪するやを知ること最も容易なるべしJと論じている。そのほかに

152号 (8月)には金井延「社会問題の研究j. 158号 (27・2)には小野英二郎「社

会問題の将来」などをのせているが，この頃はまだ『六合雑誌』も社会問題・社会

主義を本格的にとりあげているとはいえない。 w六合雑誌』が社会問題・社会主義

を積極的に論じはじめるのは明治29年12月以降のことであるが，それに向う傾向は

明治28年 1月，大西祝，原田助，松本亦太郎，岸本能武太，浮田和民，小野英二郎が

中心となって雑誌の改良を計画したときにはじまる。 172号 (4月)には安部磯雄

「社会問題と慈善事業j. 175号 (7月〉原田助「宗教と社会の関係j. 177号(9月)

安部「国家主義とは何ぞやj.時論「宗教の社会的傾向j. 181号 (29・1月〕原田

助「社会的基督教の本領j. 183号 (3月)小野英二郎「近世の経済と其倫理j.184 

号 (4月〉安部「社会主義に対する難問j. 185号 (5月〉片山潜「米国に於ける社
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会学の進歩j，188号 (8月〕片山「社会学の綱領j，191号 (11月〉時論「社会主義

の必要」などがその経過を示すものである。明治29年12月以降の『六合雑誌』はあ

たかも社会主義の啓蒙誌のごとき姿勢を示すようになる。この時期の社会主義論の

なかで指導的な位置を占めるのは，明治27年アメリカから帰国した安部磯雄の論文

である。安部の「社会問題と慈善事業」が『六合雑誌』に掲載されたのは明治28年

4月であるが，安部はそれより少し前に『国民之友Jl248号 (3・23)に「欧米に於

ける社会問題」をよせている O 明治28年の『国民之友』の社会問題を論じた論説は，

この安部の特別寄書のみである。

安部はこの論説において，経世家の思考を要するものは，如何にせば「貧困てふ

社会の難病を治し貧富の懸隔を少なくして以て健全なる社会組織を見るを得べきゃ

と云ふにありJとして，労働組合の組織，同盟罷工などの経済上の闘争から，普通

選挙の獲得，政権の把握lこいたる政治運動に説き及び， I兎に角にも現社会の病根

を治さんがため明白なる考案を持して大胆に天下に絶叫するものは社会主義の外に

其ものあらざるなり」と社会主義のみが究極的解決法であると論じている。しかも

「吾人が単に社会主義を論ずるに当りては其最も発達をなしたる独逸の社会主義市

もマークス，ラサーノレの系統を引きたる社会共和党を主眼とせざるべからず」とし

て，イーリーの『社会主義』にもとづいてドイツ社会民主党の状況を論じている。

この年の『国民之友』で社会問題に関する記事は， 260号 (8・23)雑録「米国の貧

民放援法j，265号 (10・12)海外思潮「社会主義及び個人主義j，266号 (10・19)

海外時事「社会党領袖逝く j (エンケVレス死去の報)， 267・8号 (10・26，11・2)
雑録「露関の現状」のみであり，わが国の問題としてとりあげたものは一つもない。

明治28年4月の『六合雑誌』の安部の「社会問題と慈善事業」は，従来社会問題

の解決法として重要視されてきた慈善事業について， I現社会の組織を改めずして

慈善を為すは恰も人を傷けて之に薬を与ふるが如きもの」であり， I貧民救助のこ

と実に善し，然れども更に進んで貧富懸隔の由て来る処を探り，其弊害を未萌に拒

くことを得ば世駕ぞ復た慈善事業なるものを要せんか」と論じ，根本的な解決法と

して社会主義を提唱している O しかし当初は『六合雑誌』の論説も，安部をのぞく

と，原田助にしても小野英二郎にしても，それほど明確な主張ではなく，原因は基

督教が社会問題を積極的にとりあげねばならぬことを論じているだけである D それ

から一年後の明治29年4月号では安部は「社会主義に対する難問Jをのせ，今日の

社会主義者にとって生産財の共有の問題についてはほとんど異論はなし問題があ

るのは，労働に応じて分配するのか，平等に分配するのかという分配論であるとし，

究局的には「各人其力に応じて働き而も得たる所は之を各人の入用に応じて分配す

るJところまで行くべきもので，利害関係がなければ怠惰者が沢山でるとL、う俗論

- 26ー



は，新しい社会の実現による人心の変化， i労働は神聖となり快楽となる」状態の

出現によって否定されると説いている。 i社会主義に対する難聞は，主として人心

の動機の如何なるものなるかを誤解したるより生ずる労働の真性を知らざるに由る

ものにして，是れが為め社会主義者を指して『エートピア』と云ふは蓋し不当のこ

となるべしJと論じている。安部は自己が社会主義者であることを明らかにし，社

会主義への攻撃に対して極力反論している。

しかしこの時期の片山潜は自己を社会学者であるととらえ，社会主義者と区別し

ている。それは， 188号 (29・8月) i社会学の綱領」のなかで， i世間往々にして

社会主義と社会学とを混視し又社会党と社会学者とを同視するものあり為めに社会

学及社会学者は大に世人の横斥する所となれり宣亦完ならずや，夫れ社会学の真正

の目的は実に人類の集合を研究するに要する規律の森厳なる智識に外ならず而して

社会学者は仮令深奥高速なる人性の全体を究極する能はざるも然も人類の集合を整

然、たる規律の下に置いて其福利を増進するの方法を講究するものなり，笠彼の社会

の組織を破壊せむとする社会党の如きものを助長せしむるものならむや」とのべ，

自分はアメリカで社会学を学んできた者であり，社会主義者ではないとする立場を

表明している Q 後になって片山は社会主義を受入れるようになるが，片山の帰国直

後の姿勢を知るにはこの論説を一読する必要がある。

『六合雑誌』を社会主義啓蒙雑誌のような傾向に進ませた転期となったのは 191

号 (29・11月〉の時論「社会主義の必要J (大西祝〕であった。 大西は，某紙が

「嫌悪すべき社会主義を其の未発に防がざるべからず」と論じたのに対し， i斯く

考ふるは是れただ其の主義が其の極端の弊害に陥れるを見て而してこれを以て其の

真意となせるの過なり，……殊に門地若しくは財産等を以て我が安居となせる者は

社会主義の何たるを深く考へずして只管之を蛇脳視し此主義を唱ふる者とし云へば

唯羨望の念に動かされて富貴に居る人々を悪むの外に思ふ所なき者の如く思惟す，

仮令其の如き偏見を以て社会主義を見ざる者と難も唯だ虚無党又は無政府党の名を

恐れて社会主義の根底を看取せざる者甚だ多し，其の如く世間の現命Ij度現組織の外

其の胸中に何物をも蔵し得ず其の脳裡に何等の光明をも容れ待ざる者甚だ多きが故

に社会主義を唱ふるの必要は何の世に於ても減せざるなり」とのべ，さらに，わが

国では欧米の如く貧富の懸隔が甚しくなく，しかも貧者が不平不満を主張するにい

たっていないから社会主義を説く必要はないという説に対しては， i若し医すべき

社会の不公平あらば須からく人をして早く其の不公平を感ぜしむべし，貧者不平を

起こすことの遅きは却って貧富の聞に生ずべき社会問題を更に困難ならしむるもの

と謂ふべし」と論じている。そして既成宗教が国家，権勢，財産に煽びていること

を非難し，仏教もキリスト教も本来は平等を説き貧者の救済を主張したことを強調
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し i予輩は現社会に社会主義を唱ふるの必要あることに限を覆ふ能はず，而して

宗教は由来社会主義と親しかるべき筈のものなりと考ふ，予輩は宗教を説く者が今

一層大胆に平等主義を主張せんことを希はずんばあらず」と訴えている。そしてこ

の時論をうけとめた形で，次号 192号から毎号社会主義論が掲載されるようになる

のである。

一方明治29年の『国民之友』は社説では直接的に社会主義・社会問題を論じたも

のはない。関連あるものに治安警察法案に反対した 281号 (2・1)の社説「自由の

権」があるのみである。特別寄書，投書のなかでも社会問題を論じたものは305号

(7・18)の川村昌言の「労者の保護に就て」と308号 (8・8)桜田助作「社会主義

と我議院法」があるだけである。前者は日清戦争後の企業の発展，投機熱などにふ

れながら，同盟罷工の発生を予測し，労働時間の制限，最低賃金の制定などの労働

者保護法の制定を説き，労働争議の発生を未然に防止しようという主張である。後

者は，社会主義は人聞社会全体の幸福を進めようとするものであり，人間社会全体

の幸福の実現のためには普通選挙が実現されねばならないとするものである。しか

し両者とも酒井雄三郎，安部磯雄などの論説に比して特記すべきほどのものではな

い。欧米の社会主義・社会運動の紹介記事としては， 278号 (1・11) iウィルリア

ム・モリス氏の社会主義j，295号 (5・9)i濠洲坑夫の同盟罷工j，298号 (5・30)

「比耳義の社会党j，305号 (7・18)i仏国無政府党の女傑(ルイ・ミセール)j，321 

号 (11・7) i米国銀坑夫の暴動」などがあるがいずれも簡単な紹介でしかない。

(5) 社会主義啓蒙雑誌としての『六合雑誌』

明治30年という年は，わが国の社会問題・社会主義を論ずる上では一つの画期的

な年である。明治29年4月に「私有的経済組織を維持し，其の範囲に於て個人の活

動と国家の権力とに依て階級の車L礁を防ぎ，社会の調和を期」すという趣旨で，社

会政策学会が金井延，高野岩三郎，桑田熊蔵ら官立大学教授を中心に組織されてい

たが，明治30年に入ると 3月1臼片山潜がキングスレー館を開設し， 4月3日に

は樽井藤吉，中村太八郎らの発起で社会問題研究会が設立される。同じ 4月には高

野房太郎らが職工義友会を設立し 6月25日には労働演説会を開き， 7月5日には

労働組合期成会へと発展し，わが闘における近代的労働組合結成の活動が開始され

る。 12月には労働組合期成会の指導のもとに鉄工組合が結成され， 12月1日より期

成会と鉄工組合の機関誌として『労働世界』が発刊される。そして翌明治31年 1月

から 3月の日本鉄道の機関工の同盟罷工が4月5日の日本鉄道矯正会の結成に発展

し，一方10月18日には社会主義研究会の発足を迎える。

明治31年10月18日「社会主義の原理と之を日本に応用するの可否を考究する」こ
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とを目的として社会主義研究会が，村井知至，安部磯雄，片山潜などのクリスチャ

ンと，幸徳ゐk水などによって結成され，芝ユニテリアン協会惟ー館で例会，研究討

論会を関〈ようになる。この時期までが「日本の初期社会主義」の対象であり，社

会主義研究会発足後は明治の社会主義運動の研究として数多くの研究もあり，私が

この紙面で今更ふれる問題でもないと恩われる。この間は，社会主義思想の面では

『六合雑誌』が，労働運動の指導の面では明治30年12月以降は『労働世界』が指導

的役割をはたし， [f'国民之友~ Iこはかつての生彩はない。それゆえまず『六合雑誌』

からみていこう。[f'六合雑誌』は 192号 (29・12)に時論「社会主義とは何ぞや」

をのせ， さらに 192・4・5号 (29・12，30・2，3月〕に片山潜「独逸社会共和党の

創立者フェルヂナンド・ラザル」を連載， 193・4号の雑録では「初期の仏国社会主

義」を紹介し， 195号には安部磯雄「社会主義に就いてj，雑録i1848年と社会主

義j，196・7・8号 (4，5， 6月〉に片山「フェルヂナンド・ラサルの社会主義j，198

号には白山謙童文「分業及び機械の社会問題に及ぼせる影響を論ずj，199号 (7月〕

に片山潜「労働団結の必要j，200号 (8月〉片山「日本に於ける労働問題j，201号

(9月〉片山「国家社会主義の創唱者ロドベルトスj，302号 (10月〉片山「独逸に

於ける社会共和党の発達j，203号 (11月〉河上清「労働者の休日を論ずj，豊崎善

之介「社会主義の福音j，片山「ロドベルトスの社会経済主義j，204号 (12月)安

部「瑞西と日本j，河上清「協力主主j，豊崎〈承前)をのせている。明治31年に入

ってからは， 205号 (1月)村井知至「欧米大学学生社会事業j，片山「欧洲国民

的生活の発達に於ける都府の地位j，208号 (4月)河上清「幼者の労働を論ずj，

210・1・4号 (6，7， 10月〉河上清「消費者協力組合論j，212号 (8月〉村井知至

「社会主義の教育案j，213号 (9月〕安部「独占事業を固有とすべしj，片山「欧

米諸国の市長を論じて東京市に及ぶj，215号 (11月〉河上清「社会主義は基督教と

調和し得るかj，216号 (12月〉村井和至「ユニテリヤニズムの本領」などをのせて

いる。そして 215号からは雑録欄に「社会主義研究会記事Jをのせるようになる。

『労働世界』が発刊される明治30年12月までは，社会主義の紹介，主張の点でも，

労働運動への発言の点でも『六合雑誌』の指導的役割は大きい。

192号の時論「社会主義とは何ぞやJでは r社会主義は近世社会の大問題にし

て我国に於ても深く之を攻究すべきの必要は眼前に迫りつつあり」という立場から，

ロパート・オウエン，サン・シモン，フーリェなどからマルクスにおよぶ思想にふ

れ r貧富の権力衝突の結果は社会主義に帰するか社会の破壊に帰するか二者其ー

に帰せざるべからず，きれば今日に於て土地と資本とを個人の所有に帰することを

廃し之を社会の共有に帰せしめて以て万民をして共に倶に生活と其幸福とを得るを

得しむるは即ち現今の文明社会を救済するの法に外ならず」と論じ，社会主義を
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「程遠からぬ中に今の資本全権主義に取って代はる」社会進化の一段階であると論

じている 3

片山潜の「独逸社会共和党の創立者ブェノレヂ‘ナγ ド・ラサル」はヲ ラッベナ ノレの

丁寧な伝記と人としてまたアジテーターとしてのラッサールを詳細に紹介したもの

である。それにひきつづいて片山が記した「フェルヂナンド・ラサルの社会主義J

は，ラッサールの思想の丁寧な紹介である。片山のこの二つの論説ほど詳細なラッ

サールの紹介はわが国ではじめてのものであったっ片山は最後に Iラサルが独乙

労働者の心裡に蒔きし社会主義てふ種子は今や独乙帝国の政治社会に一大樹となり

て自由共和の大鳥は之に宿るを得るに至りたり。ピスマルクの圧制政略は11ヶ年間

の星霜を経るも其功却て共和党に帰し之を激進せしめ今日は二百万余の選挙者ラサ

ノレの独手に掲げし旗をかざして50人近き国会議員を出すに至りたり。其の猛勢に独

国上流社会が恐耀するも長無理ならんや。……今日独国の労働者が善良なる労働制

度の許に生活するはピスマルクの賜にあらずして共和党の賜なりと謂ふべし。其此

に至りしは一朝一夕の事にあらず，幾多の吹鼓者は国内より放逐され，或は鉄窓の

下に苦吟し，此主義の為めに簸難辛苦したる労働者の数は実に移し。蓋しラサノレの

福音は万衆犠牲の結果にして労働者の心血を以て描写したる生歴史となりたる也っ

……我邦も今や労働問題の工業社会を騒がすの兆候ありてここに社会問題研究の声

を聞くに至れり。此の時に当り独乙国の如き経験に徴して我邦の現状を研究するは

良法と謂はざる可からず。……吾人は我が労働者間に経済思想を与へ彼等をして文

明的生活を望ましめんことを渇望する者なり。知らず日本のラサルは何処に在るや

を」と記し，片山自身が労働者に対する啓蒙活動のために働こうとしている姿勢を

表明している。片山の姿勢は，社会主義の宣伝・啓蒙よりも，労働者の実際の運動

の指導に主たる関心があったことは，このあとの労働組合期成会の活動の中心の一

人になって行ったことに端的にあらわれている。運動に主な関心があったことが片

山をマルクスよりラサーノレに関心を持たせたといえよう。

195号の安部「社会主義に就いて」は， ピスマルクの国家社会主義，フェビアン

協会の主張，ロドベノレトスの主張を微視的・部分的政策にすぎないとし， I彼のカ

ノレノレ・マークスの学識を根拠として起りフェノレチ.ナンド・ラサーノレの活動により政

治運動となり今やベーベル， リーブクネヒトなんど云へる人物に依りて率いられ一

大政党となりたる独逸の社会党」が社会主義といわるべきものだという立場を表明

し，その主張にもとづいて分配論，社会主義への移行上の諸問題を論じている。そ

の論は幼稚なものであるが，当時の社会主義への疑問に答えようという立場からの

論であり，その啓蒙的側面がうかがえる。

このように『六合雑誌』が大西祝，安部磯雄，片山潜などの論説によって積極
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的に社会主義，社会問題論を展開するようになった時期にjj'国民之友』は 340号

(3・20)社説「社会問題討究の気運」で3年ぶりで社会問題をとりあげている。

そこでは『六合雑誌』の社会主義・社会問題論，社会政策学会の成立，片山のキン

グスレー館の活動などを前提として「社会問題討究の気運は，今や我邦をも見舞ん

とす。人の社会問題に注視するもの多<，己にー・二討究会さへ設けられつつある」

ことに歓迎の意を表し，この時代背景として「特に日清戦争以後の事情は最も急に

之が問題の提起を促がさんと欲するものあるを見る」として，戦前の26年6月に比

して29年6月現在，株式会社資本8千万円，銀行資本 1億 4千8百万円，鉄道会社

資本4千8百万円の増大をあげ i此の如きの非常なる増大は実に富豪の増大に外

ならず」と評し，一方租税が28年度までは国庫収入が 9千万円内外で分頭額2円48

銭であったのが， 29年度は 1億9千3百余万円，分頭額4円67銭， 30年度は 2億3

千9百余万円，分頭額5円67銭になったことをあげ i国費は貧者に苦感して富者

に苦感せずとせば，此一事己に社会問題の提起を催して余りあるものにあらずや」

と5命じている。さらに東京における物価の騰貴を例示して，一般に物価が騰貴した

ばかりでなく，下等品の方が騰貴が著るしいことが貧民の生活を一層困難にしてい

ることをあげ i社会問題講究の気運を招致せずして止むべき乎哉」と論じている。

『六合雑誌』が社会主義の啓蒙に重点をおいているのと対照的にjj'国民之友』

はこの時期はわが国の細民，労働者の状況の解明に重点、をおいていたともいえよう。

340号にはじまり341，5， 6号に連載された横山源之助の細民調査「世人の注意を逸

する社会の一事実」は， (1)一般社会と細民， (2)米価の騰貴と細民， (紛漁民の生活状

態，仏)一種の貧民救済，からなるものであり，そのほかにも横山の「地方職人の現

状J (343号)， i労働者の払底についてJ (362号)， i紡績工場の労働者J (366 

号)， i工業社会のー弊害J (368号〉をのせている。これらは横山が明治29年から

佐久間貞一，島田三郎の援助ではじめた貧民・労働者の実態調査の中開発表にあた

るものであり，明治32年刊行された『日本の下層社会』の草稿ともいうべきもので

ある。この横山の仕事は，民友社員松原岩五郎の細民調査『最暗黒之東京~ (明治

26年11月刊〉の延長線上にあるものといえる。その点ではjj'国民之友』の姿勢は，

この後期には，貧民・労働者の実態調査の上に立つ社会立法の方向をめざしていた

といえよう。

『国民之友~ 343号 (4・10)時事欄「社会問題」では「社会問題討究は最も慎重

を要す，社会を害する乎，社会を益する乎，之れ討究の方法に因りですら分岐すべ

き者，況んや其結果をや，諸氏夫れ慎重なれ」と討究の方法に注意をうながし，

346号 (5・1)の同欄「近日の社会論」では「哲学科学の基礎よりして立論し之を

政策の上に応用すべき適法なる社会論の出でんことは吾人の切に希望する所」との
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べている。『国民之友』が期待した「適法なる社会論」がどのようなものであるか社

説で論じたものがまったくないので判然、としないが， 348・9号 (5・8，5・15)に

片山潜「日本に於ける社会学講究の必要」をのせており，その後も片山に紙面を与

えていることから，当時の片山の立場に近かったと考えられる。片山はこの論説に

おいて，自分の米国での苦学中に経験した同盟罷工などにふれながら， I資本家の

残虐，労働者の忍苦に見て，少〈とも前者の反対者として，後者に同情を表せざる

を得ざりき。されども，社会学研究者としての予の地位は，此等の衝突を以て，是

非の裁判を与ふるものに非ずして，社会全体の上より着眼し，何かにせば之を調和

融合せしむべきかにあり」と自己の立場が労資協調論であることを表明している。

そして政府・資本家が欧米の文明を採取する方法の粗雑さを批判し，都市計画の必

要性，鉄道・ガス・電気などの市有化を説いている。そして世人が，社会主義とか

社会問題とかと論じているが「社会主義と社会学と社会問題との領分をすら知るも

の稀なるべし」いい，これらを混乱して考えることは「其危険なる笠宮に小児剣を

弄するの類」であると論じている。片山は社会主義の長所を認めながらも I其極

端に逸しては，社会党無政府党及虚無党の如き，猛烈にして反々社会を嚢毒するに

至るなり，我国の如き，社会主義として未だーの効績を得ざるに，夙く既に其弊の

苗芽を見るなきか，所謂政治社会の壮士の輩，浮浪の徒として一朝此利器を把て起

たしめむか，実に其材料無尽にして怖るべき患害の随伴すべきは明瞭なり，誠に先

覚者の宜しく一考すべき事なるべし」と論じている。そしてわが国の労働問題につ

いては，政府が明治維新後私有財産制を確立し，資本の集合を奨励し，資本をーの

権力としてきたにもかかわらず，資本主義より生ずる弊害に対してなんらの防止策

をも実施していないことを批判し，資本主義の一層の発展とともに労資の対立が激

化することを予告している。その際の同盟罷工に対しては， I夫同盟罷工は，労働

者が資本家のノレックアウト等の方法を以てする，総ての聯合を破る，唯一の利刃な

り」と肯定し， I一致団結の真味を解したる労働者は，遂には進むで社会の権力を

獲得し，更に政権を掌握せむとするに至るや必なり。是亦社会学者の講究す可き重

要なる問題なりとす」と，労働問題から労働者階級の政権獲得lこし、たる全てが講究

の対象であると論じている。しかし当面の問題として片山が提起しているのは，労

働者保護のための制度，貧民救済制度，都市計画などの確立である。その点、で片~lJ

は『国民之友』の社会政策論と共通する点が多かったといえよう。

このころ『国民之友』は毎号のように時事欄で足尾鉱毒事件にふれている。

明治30年 6月に入り横浜ドック大工や船大工の同盟罷工が発生すると『国民之

友』は354号 (6・26)時事欄「同盟罷工Jで I労働問題は今や将に実際問題たら

んとす，社会問題の講究者よ，希くば労働問題の卵子をして腐蝕其弊に堪へざらし
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むる勿れJと識者に，同盟罷工への適切な指導を要望している。この要望に応える

ような形で掲載されたのカ~356号 (7 ・ 10) の片山の「同盟罷工と社会」である。片

山はその論説の前半においては「罷工は実に抗害物なり」と規定している。その理

由は，労働者は罷工中にその貯蓄を消費し，家族は機餓に陥いるおそれがあり，も

し勝利しても罷工中に失った賃金をとりもどすのに数カ月かかること，敗れれば資

本家に頭をさげ職を求めざるをえず，失った賃金と貯金はとりもどせないこと，資

本家にとっては罷工中の利益と社会的信用を失うのみならず，労働者の要求を入れ

ると賃金を増さねばならぬこと，また社会全体にとっても生産が減少することなど

をあげている。それゆえ片山は労働者・資本家双方にできるだけ罷工をさけるよう

に忠告している。片山の立場は「資本家の利益と労働者の利益は結局相同じき者な

り」という観点である。しかし後半においては，労働者のやむをえず行なう同盟罷

工を肯定するばかりでなく， r同盟罷工なる者は，労銀の増加，時間の減少のみに

向って起る者にあらず，是等は外形の現象のみなり，其の実は労働者が工業社会に

於て権理と勢力を得んとするにあり 0 ・…・・同盟罷工は実に労働者が資本家の圧制政

略を脱せんとする自由戦争なり，其の得んと欲する所は工業生産の権力なり，同盟

罷工の失敗すると成功するとは労働者に取りては第二の事のみ，彼等が罷工をなす

毎に同盟団結を堅固にするなり・...論じて此に至れば吾邦労働者の為め，将来日

本工業の為めに，健康なる同盟罷工が健康なる労働組合の監督の下に行はれんこと

は敢て嫌悪する所にあらず」と論じている。それゆえ片山は法律で同盟罷工を禁じ

たり，警察権力で抑圧制止することには反対する。片山が当面の問題として提起し

ていることは，同盟罷工が有害であることを労資双方に教え，労働者に団結が力で

あることを教え，健全な労働組合を設立させ同盟罷工をさけさせることである。こ

の片山の論説は6月25日職工義友会主催のわが国最初の労働演説会での片山の講演

「労働団結の必要J Cli'六合雑誌JI199号〉と同趣旨のものである。講演では労働組

合の結成の必要を説くことに重点がおかれ，この論説では同盟罷工論に重点がおか

れているという点がちがう o

その後『国民之友』は361号 (9・10)経済時事欄に「物価の騰貴Jr同盟罷工J

をのせ，前者では明治20年1月の相場を 100とする平均物価指数をあげ，特に明治

30年に入ってからの急騰を指摘し(1月146，2月147，3月152，4月261，5月

261， 6月259，7月259)，後者においては「物価騰貴して賃金の騰貴之れに伴はず?

同盟罷工の生ずる図より免るべからず。今春来各地に起れる同盟罷工の数を挙ぐれ

ば左の如し」とのべ， 同盟罷工の起った職場，企業名を 36列挙している。片山も

『六合雑誌J1200号 (8月) r日本に於ける労働問題」では，現実に続発する同盟

罷工を前にして，同盟罷工抗害論をすて， r労働者が同盟罷工を企つるは，好奇心
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より起りたるにあらず，世間の流行物として為すにあらず，彼等は夙に必要に迫ら

れたればなり。見よ今迄起りたる罷工が其の資本家に対する要求正当にして十中八

九迄は其の目的を達したるを。罷工を以て不正の要求を為し又は乱暴に出づるなら

ば，忽ち社会一般の同情を失ふべし。然るに吾人は未だ輿論がー罷工を排斥せしを

聞かず」と，物価の急騰に賃金がみあわず，やむなく罷工をしている労働者を全面

的に支持している。そして同盟罷工を否認する人々に対しては「若し活眼を開きて

労働者が如何にして此挙に出づるやを探求せば，労働問題は必要にあらずと云ふが

如き愚言を吐くに至らざるべし」と批判している。片山自身の社会問題解決法の観

点ふ社会政策的立場を脱皮し， i吾人は労働者がペトロネージ(保護)を得るよ

りも自由を得て望みに従って同盟団結を為し以て自治独立の方針を得るに至らんこ

とを望む者なり」という労働者の団結を中心とする立場に移行してきている。

片山潜の特別寄書，時事欄などでの社会問題に関する記事などで，一時期積極的

に社会問題への姿勢を見せた『国民之友』ではあるが，片山が労働組合期成会の活

動に専念するようになったあとは，横山源之助の実態調査以外は見るべきものがな

く，特に12月『労働世界』が発刊されたあとは，まったく生彩を失ってしまう。そ

の後の社会問題に関するものは 364号 (12・10)片山「工業奨励に就てJ (工業の

発達史をのべたもの)， 367号 (31・3・10)経済時事「同盟罷工Ji日本鉄道会社

同盟罷工の落着J，372号 (8・10)福地桜痴「国体社会主義」のみとなり，しかも

この福地の論説で従来の進歩的姿勢が否定された時に[f'国民之友』も廃刊となる

のである。労働者階級の自覚がすすみ，近代的労働組合が結成され，労働者階級自

身の機関誌『労働世界』が刊行されるようになったとき[f'国民之友』の啓蒙的役

割は消滅したといえる。

一方『六合雑誌』の方は，社会主義の啓蒙を主体とするかぎり，労働組合期成会

の活動と並行して，前述の種々の論説が掲載された。片山の「国家社会主義の創唱

者ロド、ベルトス」と「ロドベルトスの社会経済主義」は，わが国におけるロドベル

トスの本絡的な紹介としてははじめてのものであり i独逸に於ける社会共和党の

発達」は，ラサール死後の独逸社会民主党の歴史を丁寧に紹介したものである。河

上清は「労働者の休日を論ずJi協力主義Ji幼者の労働を論ずJi消費者協力組

合論」などで，労働者保護のための立法，労働者の生活の自助手段としての協同組

合論などを展開している。村井知至は「欧米大学学生社会事業」でセツルメント運

動を紹介し i社会主義の教育案」では，労働者や貧民に教育を受ける機会を保証

するために，義務教育の確立と大学lこいたる高等教育の国庫よりの援助を論じてい

る。そこには後の社会主義研究会員の関心の多方面さをうかがわせるものが示され

ているといえよう。
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最後に『労働世界』にあらわれている社会主義の問題をみておこう。『労働世界』

第 1号 (30・12・1)社説で，その立場を「労働世界の方針は社会の改良にして卒

命にあらず。其の資本家に対するや敢て分裂的争闘を事とせんとするにあらずして

真正の調和を全ふせんとするにあり。若し資本家の動作にして当を欠き為に労働者

をして受くべからざるの圧制に苦しめんとするに際しては労働世界は極力以て反対

の声を掲げ，労働者の権利を何処までも主張せんと欲す。蓋し此の如きにあらざれ

ば到底真正の調和を望むべからずJという主張をかかげている。これは労資協調論

ではあるが，あくまで労働者の権利を主体にしている戦闘的な協調論である。しか

し社会主義に対する姿勢は5号 (31・2・1)社説「社会主義」で主張しているよう

に「労働世界は社会主義を主張する者に非ず，又無政府主義を唱ふる者に非ず，又

虚無党主義を奉信する者に非ず，唯だヒューマニチーの光明を仮て我労働運動の前

途を照らさんと欲するのみ。吾人の要求する所は労働者の改良，其教育，其生活，

其道徳の改善に在るのみ，社会主義は世人蛇蝿の如く之を思めり，而れども社会主

義の立論は根拠頗る強固なるものにして，其包含する所の真理や頗る味ふべき者あ

り，社会主義の唱ふる所にして我が労働者は必要のもの多し他日時を得て此主義を

世人に紹介して積年の疑惑を晴らさんと吾人の兼て期したる所なりきJ， というも

ので，当面は社会主義を主張しないことを表明しながらも，その主張が労働者に必

要なことをのべている。この 5号には安部磯雄が「虚無党無政府党及社会党」をの

せているが，それは社会党と虚無党・無政府党の相違を論じ，社会党の主張の正当

性と堅実さを論じたものである。初期の『労働世界』で社会主義を論じたものは，

これ以外には17号 (8・1)の安部の「社会主義は空想にあらず」のみである。これ

は社会主義の実現を一気にやってのけることを考えるべきでなく，電灯会社，鉄道，

公共用の土地などの国有，共有化などのような実現可能なことから開始してもよい

という，都市社会主義の主張である。しかし社会主義研究会発足後の明治32年 1月

1日の27号から『労働世界』に社会主義欄が設けられる。 i本欄を設くるの主意」

では，社会問題研究会，社会政策学会，社会主義研究会の発足にふれ，また労働組

合運動の発展と工場法案制定への動きにふれながら， i労働世界は労働者唯一機関

なり又代表者にして弁護人なり，正義を以て立ち進歩の態度を取る吾人が今社会主

義欄を設くるは知識的運動の為めに非ず又好んで夢想、の言を吐かんとするにあらず，

吾人は此欄内に於て毎号欧米に於ける社会主義の大勢を記して以て実際に社会主義

は20世紀の人類社会を救ふ新福音なるを示さんとすJとのべている。片山の姿勢が

社会主義を積極的に受け入れるようになったのは，この社会主義研究会への参加以

後であることが判る。こうして『労働世界』は労働運動の指導ばかりでなく社会主

義思想の啓蒙誌としての側面を担うようになる。やがて 4年後の明治36年3月には
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『労働世界』は『社会主義』と改題し，社会主義協会の機関誌のような形になるの

である。

しかし社会主義研究会を中心とする活動の時期については今回の課題ではないの

で，社会主義研究会の発足とともに，本格的な社会主義の宣伝，啓蒙の時代に入り，

やがては社会主義運動の時代を迎えることになることだけを記し 3回にわたった

「日本の初期社会主義」を終ることにする。社会主義研究会の時期その後の社会主

義論についてもIi'六合雑誌J]， Ii'労働世界』の論説や記事が充分に研究されつくし

ているとはいえないが，その問題については他日稿を改めて論ずることにする。
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